小６

♦くらしと政治⑴♦
上巻８回

氏名
1

地方の政治について定めた法律を何というか。

2

住民が身近な問題に取り組んで、国の政治を考える
能力を養うと考えられているため、「地方自治は
（ ）」と呼ばれている。

3

都道府県庁の長（首長）は（①）といい、市町村
の首長は（②）といい、住民の直接選挙で選ばれ
る。

4

日本の選挙の中で、被選挙権は「満25才以上」の
ものがほとんどだが、「満30才以上」のものが2
つだけある。それを答えよ。

各10点

得点

300点

①

②

5

地方議会で決定される、その地方のみで適用され
るきまりを漢字で答えよ。

6

地方議会は首長に対して（①）決議を出すことがで ①
きる。それに対して首長は10日以内に議会を
（②）させなければ失職する。

②

7

次の中から地方政治の仕事をあるだけ選べ。
ア、防衛、イ、警察、ウ、消防、エ、郵便、
オ、ごみ処理、カ、公立学校、キ、裁判、
ク、水道、ケ、道路整備

8

地方の住民が署名を集めて、地方の政治に直接参加
できる権利を何というか。

9

地方政治の収入・支出などについて公表するよう
求めることを（①）といい、有権者の（②）以上
の署名を提出し請求する。

①

②

10

議員や首長の解職を請求することを（①）とい
い、 有権者の（②）以上の署名を提出し請求す
る。（✳有権者数が40万人未満の自治体の場合）

①

②

11

特定の問題（例、原発建設・基地問題）について
住民の意思を問うために行われているものを何と
いうか。

12

特定の問題についての住民投票について、正しくないものを選べ。
ア、住民投票には法律上の力はないので、自治体がその結果に従わなければなら
ないわけではない。
イ、直接民主主義を否定するものだという批判もある。
ウ、投票の前に、投票資格を独自に定められるため、選挙権のない小、中学生ら
が投票した自治体もある。

13

地域の実情にあった政治を行うために、それまで
国が持っていた権限を地方に任せるようにすること
を何というか。

14

住民から行政についての苦情や要望を受け付けて解
決を図る制度を何というか。

15

近年、市町村合併がさかんに行われた（平成の大
合併）。現在の市町村数は約どれくらいか。

16

市町村合併について、正しくないものを選べ。
ア、合併によって地方自治体の税収が増えて、多くの費用がかかる仕事を行える
ようになる。
イ、合併によって歴史的な地名が失われてしまう批判がある。
ウ、地方公務員の数が増えるため、行政にかかる費用が増える批判がある。
エ、住民一人ひとりへのサービスの質が低下するおそれがある。

17

衆議院の議員定数は（①）名であり、参議院の議
員定数は（②）名である。

①

②

18

衆議院議員の中で、小選挙区で選出される議員は
（①）名であり、比例代表で選出される議員は
（②）名である。

①

②

19

参議院議員の中で、選挙区で選出される議員は
（①）名であり、比例代表で選出される議員は
（②）名である。（✳2018年法改正後の数）

①

②

20

選挙の手続きなどを定めた法律を何というか。

21

選挙区ごとの人口が違うため、選挙区によって有権
者が投じる票の価値に差が出てきてしまうことを
何というか。

22

千葉４区（有権者49万人）と高知３区（有権者20
万人）で一票の重みが重い方はどちらか。

23

問21の差が大きくなると、裁判所が憲法の（
に反すると判断する場合がある。

）

24

参議院議員選挙の選挙区選挙においては、高知県
と（①）県、島根県と（②）県が合区となってい
る。

25

衆議院の比例代表選挙は（ ）を書いて投票しま
す。ア、候補者名 イ、政党名 ウ、候補者名と政
党名どちらでもいい

26

参議院の比例代表選挙は（ ）を書いて投票しま
す。ア、候補者名 イ、政党名 ウ、候補者名と政
党名どちらでもいい

27

選挙の当日に投票できない有権者が、選挙の前日
までの期間に投票できる制度を（ ）という。

28

（○か か）都道府県知事は都道府県議会議員の中
から選ばれる。

29

（○か か）衆議院の比例代表の選挙では、全国を

30

（○か か）住民投票の結果が地方議会の決定と異
なった場合は、住民投票の結果を優先することが
法律で定められている。

11のブロックに分けている。

①

②

小６
氏名

♦くらしと政治⑴♦
上巻８回

満点

とれ太

各10点

得点

300点

1

地方の政治について定めた法律を何というか。

2

住民が身近な問題に取り組んで、国の政治を考える
能力を養うと考えられているため、「地方自治は
（ ）」と呼ばれている。

民主主義の学校

3

都道府県庁の長（首長）は（①）といい、市町村
の首長は（②）といい、住民の直接選挙で選ばれ
る。

①都道府県知事 ②市町村長

4

日本の選挙の中で、被選挙権は「満25才以上」の
ものがほとんどだが、「満30才以上」のものが2
つだけある。それを答えよ。

参議院議員

5

地方議会で決定される、その地方のみで適用され
るきまりを漢字で答えよ。

6

地方議会は首長に対して（①）決議を出すことがで
きる。それに対して首長は10日以内に議会を
（②）させなければ失職する。

①不信任

7

次の中から地方政治の仕事をあるだけ選べ。
ア、防衛、イ、警察、ウ、消防、エ、郵便、
オ、ごみ処理、カ、公立学校、キ、裁判、
ク、水道、ケ、道路整備

イ、ウ、オ、カ、ク、ケ（完答）

地方自治法

都道府県知事

条例

②解散

8

地方の住民が署名を集めて、地方の政治に直接参加
できる権利を何というか。

9

地方政治の収入・支出などについて公表するよう
求めることを（①）といい、有権者の（②）以上
の署名を提出し請求する。

①監査請求

②50分の1

10

議員や首長の解職を請求することを（①）とい
い、 有権者の（②）以上の署名を提出し請求す
る。（✳有権者数が40万人未満の自治体の場合）

①リコール

②3分の1

11

特定の問題（例、原発建設・基地問題）について
住民の意思を問うために行われているものを何と
いうか。

住民投票

直接請求権

12

特定の問題についての住民投票について、正しくないものを選べ。
ア、住民投票には法律上の力はないので、自治体がその結果に従わなければなら
ないわけではない。

イ（住民投票はむしろ

直接民主主義そのもの。
間接民主主義の否定につ
ウ、投票の前に、投票資格を独自に定められるため、選挙権のない小、中学生ら ながる批判はある）

イ、直接民主主義を否定するものだという批判もある。
が投票した自治体もある。

13

地域の実情にあった政治を行うために、それまで
国が持っていた権限を地方に任せるようにすること
を何というか。

14

住民から行政についての苦情や要望を受け付けて解
決を図る制度を何というか。

15

近年、市町村合併がさかんに行われた（平成の大
合併）。現在の市町村数は約どれくらいか。

16

市町村合併について、正しくないものを選べ。

地方分権
オンブズマン（オンブスパー
ソン）制度
約1700

ア、合併によって地方自治体の税収が増えて、多くの費用がかかる仕事を行える
ようになる。

ウ（地方公務員の数

イ、合併によって歴史的な地名が失われてしまう批判がある。

は減らせて、行政に

ウ、地方公務員の数が増えるため、行政にかかる費用が増える批判がある。

かかる費用も減らせ

エ、住民一人ひとりへのサービスの質が低下するおそれがある。

る）

17

衆議院の議員定数は（①）名であり、参議院の議
員定数は（②）名である。

18

①465

②248

衆議院議員の中で、小選挙区で選出される議員は
（①）名であり、比例代表で選出される議員は
（②）名である。

①289

②176

19

参議院議員の中で、選挙区で選出される議員は
（①）名であり、比例代表で選出される議員は
（②）名である。（✳2018年法改正後の数）

①148

②100

20

選挙の手続きなどを定めた法律を何というか。

21

選挙区ごとの人口が違うため、選挙区によって有権
者が投じる票の価値に差が出てきてしまうことを
何というか。

22

千葉４区（有権者49万人）と高知３区（有権者20
万人）で一票の重みが重い方はどちらか。

高知3区

23

問21の差が大きくなると、裁判所が憲法の（
に反すると判断する場合がある。

法の下の平等

公職選挙法

一票の格差

）

24

参議院議員選挙の選挙区選挙においては、高知県
と（①）県、島根県と（②）県が合区となってい
る。

①徳島

25

衆議院の比例代表選挙は（ ）を書いて投票しま
す。ア、候補者名 イ、政党名 ウ、候補者名と政
党名どちらでもいい

イ

26

参議院の比例代表選挙は（ ）を書いて投票しま
す。ア、候補者名 イ、政党名 ウ、候補者名と政
党名どちらでもいい

27

選挙の当日に投票できない有権者が、選挙の前日
までの期間に投票できる制度を（ ）という。

期日前投票

28

（○か か）都道府県知事は都道府県議会議員の中
から選ばれる。

×（知事は知事選挙で直接選出される。地

②鳥取

ひ こうそく め い ぼ

ウ（これを非拘束名簿方式という）

方議員である必要は全くない）

29

（○か か）衆議院の比例代表の選挙では、全国を
11のブロックに分けている。

◯（ちなみに参議院の比例代表は全国１つ
の単位で行う）

30

（○か か）住民投票の結果が地方議会の決定と異 ×（住民投票は社会的関心も高く、そこで
なった場合は、住民投票の結果を優先することが
の決定には大きな影響力があるが、法律上の
法律で定められている。
拘束力はない）

